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理念
■必要不可欠
「地域と生きる」
「地域を生かす」地域において必要不可欠な存在であること。
「あると便利」ではなく「ないと困る」組織作りを目指します。

基本方針
■全人的医療の提供に努めます。
説明と同意のもとに、個々の皆様の病状や人生観に合わせた尊厳ある医療を目指します。
■医療の選択性の確保と総合支援
皆様がご希望される医療機関等へのご紹介や、介護福祉関連サービスが継続して受けられる
よう支援いたします。
■地域ネットワーク
地域における医療・介護・福祉の連携活動、交通事故重度障害者の支援事業、福岡県の介護
予防事業、久留米市の包括支援事業などに対して、積極的に参加し支援していきます。
■自己研鑽
チーム医療を駆使した最新医療を提供するため日々自己研鑽に努めます。

開催の是非について、あれほど騒いでいた東京オリ・パラリ
ンピックも 9 月 5 日を持って閉会式を迎えました。開催中も
何かと反対運動が続けられていましたが、それほど大きな問
題もなく、厳しい環境下で結果を残した選手たちには、多くの
称賛の声が寄せられました。陰には多くのボランティアの活
動があり、概ね成功に終わったのではないかと思います。
大会前のマスコミは、オリンピック開催中止または延期の方向で政府に対して極めて
厳しく批判し、一部のボランティアは有名芸能人のボイコットに煽られ、結果的に１万
人規模の辞退者がでました。それでも、同時期には某新聞社主催の高校野球大会は無観
客ながら特に反対もなく開催されたわけです。そしてオリンピック終了後の検証は何も
なされないまま、バッハ会長が銀座を散歩したことだけが批判の的になりました。大会
を最後まで支えたボランティアへの称賛もなければ、ボイコットしたボランティアへの
批判もありません。日本という国は何なんだろうかと思います。
国内の感染者数は 8 月 20 日をピークに減少傾向を示しています。9 月末をもって緊急
事態宣言も解除となりましたが、これまでも緊急事態宣言を解除すればまた増えると言
うことを繰り返してきましたので、人の流れを止めることではウイルス感染を収束させ
ることはできないのだろうと思います。ワクチン接種も一定の効果があると思われてい
ますが、変異株の出現でその効果さえも怪しくなっています。イスラエルやイギリスで
は４回目のワクチン接種が検討されています。何回打つのでしょうか？ 海外ではワク
チン接種が進みワクチンパスポート制度が一部導入されており、日本でも検討されてい
るようですが、なんだかパフォーマンスで終わりそうな気もします。
NHK NEWS WEB というネットニュースに【ワクチン接種後死亡 1002 人「接種と因果
関係」は、結論づけられず(2021 年 8 月 24 日 14 時 21 分)】という記事が掲載されてい
ました。その死亡の割合は、ファイザーが 100 万人あたり 19.6 人、モデルナが 100 万
人に 1.2 名という数値でした。厚生労働省の専門家部会の濱田篤郎特任教授は「ワクチ
ン接種によって死亡のリスクは上がっていないと推測できるとしながらも、亡くなった
人の死因とワクチン接種との関係は今のところわからない」と言っているのです。つま
りワクチンの安全性は現時点では不明ということです。現状は、ワクチンや治療薬に不
利益な情報はあまり明確にされず、逆に新型コロナ感染死亡者数の統計報道に関しては、
死亡した人が、もともと寝たきりであっても、基礎疾患で死亡した場合でも、死亡前後
の検査で新型コロナの検査が陽性であれば、すべて新型コロナ感染死亡者数にカウント
されています。つまり、感染者数や死亡者数の扱いは大きく盛られている可能性が極め
て高いわけですが、これだけ感染が蔓延する中で、検査実施数が圧倒的に少なく、感染
者の 8 割が無症状という状況においては感染率や感染死亡率という数値自体、既に意味
がありません。

先日の 8 月 29 日に愛知の野外フェスタで新型コロナ 34 人のクラスターが発生したと
いうことで、主催者に厳しい批判が浴びせられました。どの程度の規模かと思って調べ
たら 8000 人規模だったようです。PCR 検査を希望者 1154 人に実施したところ 34 人の
陽性者がいたそうですが、ほとんどが無症状だったそうです。確率でいえば、34/8000
人(0.4%)、あるいは、34/1152 人(約 3％)ということになります。陽性率 3%としても確率
的には 100 人で数時間一緒に飲み会したら 3 人陽性者がいたということです。これをク
ラスターというのかどうか疑問です。厚生労働省の定めるクラスターの定義は同一場所
で５名以上程度の発生が見られた場合としていますが、明確な基準があるわけではあり
ません。8000 人も集まって一定数の陽性者が出たのかも知れませんが、持ち込み者や帰
宅中に感染した人もいるのかもしれない。それでもほとんどが無症状で発症者も軽症で
あったとすれば、それは大成功だったのではないかと考えますが、間違ってますかねえ。
夏休み明けから、10～20 代を中心とした感染が拡大しています。今後は市中感染より
家庭内あるいは学校や塾などでの感染のリスクが高くなる。9 月 7 日のテレビ報道で、
「小池百合子東京都知事は自宅内でもマスクを要請」とありました。９月末で緊急事態
宣言が解除されましたが、とりあえず解除しておかないと来春まで解除の機会を逸する
可能性も出てきます。秋以降に日本でも再度、感染が拡大するのではないかと予想され
るからです。ウイルスは、変異を繰り返し、感染力を高めていくが、一方では毒性は徐々
に弱まっていくと、あるウイルス学者がいっていました。それが本当なら、来年の春以
降には、新型コロナウイルスも通常のインフルエンザ並みになっているかも知れません。
全く保証はできませんが、楽しみにして待ちましょう♪
因みに例年であれば季節型インフルエンザの流行期に入りますが、あるウイルス学者
の話では、
「ウイルス干渉」という現象があって、一種類のウイルスが猛威を振るってい
る間は別のウイルスは、ほとんど流行しないのだそうです。このパターンからすれば、
この冬、日本でのインフルエンザの流行する可能性は低いことになります。少なくとも、
現時点では久留米市内でインフルエンザ流行の兆しは確認されていません。久留米市と
しても新型コロナウイルスワクチンが優先で、インフルエンザワクチンの納入計画は未
定です。事態が大きく変われば久留米市や医師会からの広報があると思います。
もしかしたら従来の季節型インフルエンザの時代は終わったのかもしれません。今後
は新型コロナ以外にも中国の豚インフルエンザの変異株や新型アデノウイルスの流行
が懸念されています。新型コロナウイルス騒動から２年以上が経過しましたが、相も変
わらず、自粛自粛の繰り返しです。そろそろ方向性を変えないと、いよいよ日本の将来
が危ぶまれます。
2021 年 10 月 1 日

院長 柴田

元

さんまの炊き込みご飯(2 合分)
【材料】
米 2 合、さんま 1 尾、塩 少々、生姜 1 片
調味料 A：酒 大さじ 2、醤油 大さじ 1、みりん 大さじ 1/2 水 適量
トッピング：お好みでみょうが、大葉、ネギなど

サンマの缶詰でもできます！
缶詰の煮汁まで入れて
醤油なしで顆粒だし小さじ 1 へ
安価で骨抜きもせず簡単！

【作り方】
①米は研ぎ、水気を切っておく。
②さんまは下処理を行い、水気を切り、塩をふる。
水気を拭き取り、フライパンで両面に焼き目をつける。
③炊飯器に米、調味料 A、水を 2 合の目盛まで入れてかき混ぜる。
④さんま、生姜を入れ炊飯。炊き上がったら骨を取り除き混ぜて完成！

里芋のクリームシチュー(2 人前)

白みそが隠し味！豚肉でも代用できます。
体の温まる 1 品！

【材料】
里芋 3 個(中サイズ)、玉葱 1/4 個、人参 1/3 本、鶏もも 100g、薄力粉 小さじ 1、バター20g
(A：水 100ml、コンソメ 小さじ 1/2)、牛乳 300ml、シチュールウ 20g、白みそ 大さじ 1/2
【作り方】
①里芋と玉葱は 1.5cm 角へ、人参は 1cm 幅のいちょう切りに。
②鶏肉は 1.5cm 角で切り、薄力粉をまぶす。
③中火で熱した鍋にバターを溶かし②を炒め、肉の色が変わったら①を入れ炒める。
④全体がなじんだら A を加え、蓋をして中火で煮る。
⑤鶏肉に火が通り、里芋がやわらかくなったら牛乳を加え、中火で煮る。
ひと煮立ちさせたらシチュールウと白みそを加えて沸騰直前まで加熱し完成！

秋野菜のラタトゥイユ(4 人分)
【材料】
南瓜 1/8 個、ナス 1 本、しめじ 1/2P、玉葱 1/2 個、
黄パプリカ 1/2 個、ベーコン 4 枚
ニンニク 1 片、オリーブオイル 大さじ 1
(A：トマトホール缶 1 缶、コンソメ 小さじ 1)
塩こしょう少々、砂糖 小さじ 1

秋の食材を使った贅沢な 1 品
たくさんの野菜が一緒に食べられるの
でおすすめです！

【作り方】
①南瓜は 5mm 幅にスライス、ナスは 5mm 幅の輪切り、
玉葱は 2cm 角、黄パプリカは乱切り、ベーコンは 1cm 幅に切る。
②フライパンにオリーブオイル、みじん切りしたニンニク、ベーコン
を入れ、弱火でじっくり加熱。
③野菜類を加えてしんなりするまで炒める。
ラタトゥイユとは･･･
南フランス発祥の郷土料理
④A を加え煮込み完成！
野菜をトマトとオリーブオイル
で炒め煮にした料理のこと

栄養豊富な秋の味覚で健康的な体を目指そう！
旬の時期は一番栄養価が高く含まれています。
食材の組み合わせ方で栄養価が UP する方法をご紹介します。

里芋

きのこ類

ぬめり成分の「ガラクタン」が
血中のコレステロールの付着を
防ぎ、血圧を下げる効果あり
→野菜や豆腐を組み合わせた
「けんちん汁」がおすすめ！

ビタミン D や食物繊維が豊富で、血
糖値の上昇を抑えてくれる働きあり
→どんな料理にも使える万能食材！
米や麺類などの炭水化物との
組み合わせが GOOD！

さんま
秋の旬の食材
さつまいも、じゃがいも
里芋、きのこ、なす、
南瓜、柿、梨、ぶどう
栗、ぎんなん、
さんま、鮭、鯖 など

脂には動脈硬化や血栓予防、
生活習慣病予防に役立つ DNA
や EPA が多く含まれる
→焼くと良質な脂が落ちてしまう
ので「刺身」
「炊き込みご飯」
「煮魚」
がおすすめ！

魚類はたんぱく質源で
筋肉や血をつくるもと
です！積極的に食べま
しょう

～ぎっくり腰とは？～
いわゆる「ぎっくり腰」は急に起こった強い腰の痛みを指す一般的に用いられている
名称で、病名や診断名ではありません。
何か物を持ち上げようとしたとき、腰をねじるなどの動作をしたときなどに起こるこ
とが多いですが、朝起きた直後や何もしないで起こることもあります。
痛みの原因はさまざまで、腰の中の動く部分（関節）や軟骨（椎間板）に許容以上の
力がかかって、ケガをしたような状態（捻挫、椎間板損傷）、
腰を支える筋肉やすじ（腱、靱帯）などの柔らかい組織（軟部組織）
の損傷などが多いと考えられます。
しかし、足に痛みやしびれがあったり、力が入らないなど
の症状があったりするときには、椎間板ヘルニアや中年以上
では腰部脊柱管狭窄症などの病気（疾患）の可能性もありま
す。
通常ではない強い腰痛のときは整形外科を受診して正しい
診断を受け、万が一にも重大な原因に対して手遅れにならな
いように注意する必要があります。
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※第 3 週

※青字 は予約制ですのでご注意ください。※外来リハビリテーションは午後も行っております。
（予約制）
※健康診断、予防接種は午後のみとなっております。（予約制）
※午後の診察はおこなっておりません。（火曜の皮膚科、急患の場合は除く）

※急患及び紹介の場合は午後でも診察は行っています。
※ご不明な場合はいつでもお問い合わせください。

10 月より、健診と予防接種の受付時間が変更となります。
【健診（特定健診、各種がん検診）】
月・水・金 午後 2:00～

予約制

肺がん検診等、検診内容によって受付時間を変更させていただく場合があります。
詳しくは外来窓口のお問い合わせください。
【予防接種】
月・水・金 午後 2:30～

予約制

10 月 1 日より、インフルエンザ予防接種の予約受付を開始します。
接種される方の年齢やお住いの地域によって料金が異なります。
詳しくは外来窓口にお問い合わせください。
（お問い合わせ先）
久留米リハビリテーション病院

0942-43-8033

来院時はマスク着用のうえ、検温にご協力願います。
※当院での新型コロナウイルスワクチンの接種は終了して
おります。 今後のワクチン接種については、久留米市
までお問い合わせをお願いいたします。

医療法人かぶとやま会
久留米リハビリテーション病院

〈編集後記〉
食欲の秋です♪「食べ力（ちから）は生き力（ちから）」

〒839-0827

ということばを聞いたことがあります。しっかりと食べる
ことが健康の第一歩と言うことですね。朝晩の冷え込みに
よる体調不良や、コロナウイルス、インフルエンザなどの
感染症を予防するためにも旬のものを美味しく食べたい
ものです。

久留米市山本町豊田 1887
TEL：0942-43-8033 FAX：0942-45-0388
ＨＰ： https://www.kurume-reha.or.jp

e-mail： k-reha@kurume.ktarn.or.jp

